
■次の症状や該当箇所がある方は出走を禁止と致します。

ー 新型コロナウイルスに感染された方、または感染の疑いがある方と濃厚接触がある場合
ー 大会当日時点で、居住地に緊急事態宣言（自治体独自の宣言を含む）等が発出されている場合
ー 2021年7月3日から大会当日までの間で、日本政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航
　 又は当該在住者との濃厚接触がある場合
ー 2021年7月3日から大会当日までの間に、接待を伴う飲食店や多人数での飲み会など三密空間に行かれた方
ー 2021年7月3日から大会当日までの間に新型コロナウイルスの感染を疑う症状がみられる場合
    （37.5度以上の発熱、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ、味覚・嗅覚の異常、いつもより咳や痰・胸部不快感がある）
ー 糖尿病などの基礎疾患があり、当日の体調に不安のある方

この度は、標記大会にお申し込みを頂き誠にありがとうございます。
本「参加案内」をよくお読みいただき、当日は体調を万全にして、それぞれの形でランニングをお楽しみください。

また新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願い致します。

出走禁止の判断基準

第6回 UF3020 in日置 参加案内

①下記持ち物をご準備のうえ、お越しください。 
　■顔写真付き公的身分証明書  〔必須〕　※本人確認に必要となります。
　■マスク 〔必須〕
　　※対面で会話や接触を行う場合はマスク着用を必須とします。（選手・応援者）
　　※熱中症対策の為、人との距離が離れている場合など飛沫感染リスクが低い場合のマスク着用は個人判断とします。

②受付で消毒・検温を実施の上、問題が無い方にゼッケンをお渡しします。
　※受付時間内にゼッケンを受け取らない場合は出走できません。 
　※検温に使用する体温計は非接触タイプのものを使用します。 
　※体温は37.5℃未満であることが必須となります。

③受付でお渡しするもの　■ゼッケン（1枚） ／ ■参加賞

※組分けはエントリーリストをご確認ください。

受付

スケジュール

17：00～18：00 受付

【1組目】18：30～　【2組目】18：45～ 1500mスタート

19：00～ 3000mスタート

【1組目】19：30～　【2組目】20：10～ 5000mスタート

①ゼッケンに貼り付けてある計測チップによる計測を行います。
　計測チップはゴール後に大会スタッフが回収します。それまでは決して外さないでください。
　※紛失及びご返却いただけない方には実費（2,000円）を請求させていただきますのでご注意ください。
②ゴール後にラップ表付き記録証をお渡しします。また全参加選手の結果は、後日大会ホームページにて公開します。

記録計測



①シューズ規定はありません。（厚底シューズ利用可能）
②会場までお車でお越しの際は、ご家族以外の方との相乗りを避けて頂けますようお願い致します。
③大会後２週間以内にコロナウィルスに感染があった場合、速やかに主催者へ連絡してください。
④当日は手荷物預かりはありません。ご自身での管理をお願い致します。

また、当イベント開催期間内において発生したお荷物の盗難・紛失については一切の責任を負いかねます。
⑤感染症対策として以下のご準備をお願い致します。 

■マイタオル：感染拡大防止の為、手洗い後はご自身のタオルをご使用ください。
■ゴミ袋：感染感染防止の観点から、会場にゴミ袋の設置はありません。

注意事項

《契約保険金額》　死亡・後遺障害 100万／ 入院日額 2,000円 ／ 通院日額 1,000円

傷害保険

地震、大雨などによりレースを中止する場合や、大会に関するお知らせは大会公式サイトおよびFacebookページにて発表します。 
■大会公式サイト　https://universal-field.com/event/uf3020
■Facebook　　　 https://www.facebook.com/UF3020/

大会公式ページ

伊集院総合運動公園 陸上競技場（〒899-2442 鹿児島県日置市伊集院町野田1792）

メイン会場

https://www.facebook.com/UF3020/
https://universal-field.com/event/uf3020
https://goo.gl/maps/yFUdSZFrVULs6X3R7


No. 名前 所属 No. 名前 所属

1 宮下 恵人 蒲生スピードR 36 永田 隆行

2 赤崎 廉 東市来ランナーズ 37 徳重 裕二 狂犬夜走

3 福永 一颯 東市来ランナーズ 38 山本 悠樹

4 此元 涼真 39 永谷 良太

5 洲崎 絢音 Airaアスリート 40 南 広和

6 小笹 愛呼 蒲生スピードR 41 アリムラ セイジ

7 澤本 海翔 アイラアスリート 42 松林 洋一 蒲生ランニング

8 福永 葵唯 東市来ランナーズ 43 岩川 博文

9 小野 美桜奈 Aira アスリート 44 奥 泰輔

10 小笹 夢來 蒲生スピードR 45 櫻木 伸一 鶴丸37菜の花クラブ

11 林 和生 46 是枝 有紀

12 樽屋 あゆみ 47 山﨑 英樹 鶴丸37菜の花クラブ

13 樽屋 はつみ 48 山元 拓哉

14 樽屋 むつき 49 福永 邦治 はやうま

15 青木 海斗 東市来ランナーズ 50 中村 潤 スサラ

51 永倉 慎也

No. 名前 所属

16 福留 大樹 No. 名前 所属

17 内栫 将司 52 前迫 勇太 ゲストランナー

18 山科 高輝 鹿児島狂犬夜走 53 河野 健一 ユニバーサルフィールド

19 宮下 周 蒲生スピードR 54 淵之上 佑樹 川薩陸協

20 上園 拓睦 スピードランナーズ 55 徳田 真皐希 京セラ川内

21 永田 月奈 56 樋之口 優希 京セラ川内

22 田島 愛翔 蒲生スピードランナー 57 松永 鉄男 アイアンマンズ

23 野村 凜乃 Aira アスリート 58 尾崎 一博 狂犬夜走鹿児島

24 大江 涼乃 南さつまコミュニティ 59 内栫 将司

25 清水 幸夢 南さつまコミュニティ 60 白谷 孝弘 アイアンマンズ

26 兒玉 大毅 61 山口 秋伸

27 田代 峻己 62 山科 高輝 鹿児島狂犬夜走

63 植田 君明 HArt.

64 松比良 剛

No. 名前 所属

28 中原 顕作 team ZERO

29 鬼塚 学

30 中原 和美

31 野村 敬一郎 Aira アスリート

32 新保 宏明

33 運天 朝也 舞鶴中学校

34 此元 駿介

35 田代 倖大

第6回 UF3020 in日置 選手リスト

■1500m 1組目【18：30スタート】 ■5000m 1組目【19：30スタート】

■1500m 2組目【18：45スタート】

■3000m【19：00スタート】

■5000m 2組目【20：10スタート】
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